
2021年4月1日～2021年6月30日
第74期 第1四半期株主だより



株主の皆さまにおかれましては、平素より格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
当社は、2021年6月30日をもちまして第74期第1四半期（2021年4月1日～2021年6月30日）が
終了いたしましたので、事業の状況についてご報告申しあげます。
株主の皆さまにおかれましても、益々のご支援とご理解を賜りますようお願い申しあげます。
　2021年9月

第1四半期における当社グループを取り巻く環境は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の
拡大により、世界経済は依然として厳しい状況にある中、基調としては持ち直しの動きが続いて
おります。しかしながら、変異ウイルスの流行などによる感染の再拡大により社会経済活動が抑
制される動きも続いており、一部に弱さがみられます。
このような環境の下、企業価値である「Smiles for the Public  ―人々が笑顔になれる社会をつく
る―」の実現に向け、新たに2030年を見据えた経営ビジョンとして、「Dr. Sound －社会の音を

良くするプロフェッショナル集団－ になる」を策定いたしました。お客さまに選ばれる良い音体験の継続的提供を通じ、社会課題
の特定、解決、改善の一連のサイクルをお客さまと共に実現してゆく頼れるパートナーとして、人々の安心・信頼・感動の価値実現
を目指してまいります。国内では、商業施設や工場、公共施設などにおける放送業務の効率化、及びアナウンス音源の更新コスト
削減に貢献可能な、文字入力からアナウンス音源を作成できるサービス「アナウンスクリエーター」の販売を開始しました。また、
世界５地域でのマーケティング活動の効率をさらに高めるため、システム基盤の導入・稼働を展開し、それぞれの市場環境に応じて
ユーザーの満足度をより高いレベルで実現させる取り組みを進めてまいりました。新型コロナウイルス感染症拡大を受けた環境下
においても、多様な働き方やデジタルツールへの投資等を通じて、継続した事業活動とその効率化を推進しております。

株主の皆さまへ

事業の状況

（注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。
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（注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

教育市場向けや商業施設向
けの売上は伸長しましたが、
鉄道車両向けの売上が減少
し、セグメント全体での売
上高は減少しました。
売上高の減少に伴い、セグ
メント利益は減少しました。

売上高構成比

58.3％

アメリカ欧州・中東・アフリカアジア・パシフィック 中国・東アジア

日　本

売上高構成比

5.9％
売上高構成比

12.3％
売上高構成比

18.0％
売上高構成比

5.6％

セグメント別事業の状況

売上高 487百万円
12.2％増（前年同期比）

売上高 1,017百万円
4.3％増（前年同期比）

売上高 1,486百万円
9.7％減（前年同期比）

売上高 459百万円
52.2％増（前年同期比）

売上高 4,824百万円
5.4％減（前年同期比）

アメリカでは、大型案件の納期
変更などありましたが、新型コ
ロナウイルス感染症拡大が峠を
越え、経済活動は持ち直しの動
きを見せ、売上高は増加しまし
た。カナダでは、教育市場向け
の販売が伸長し、売上高は増加
しました。
売上高の増加により、セグメン
ト利益は増加しました。

イギリスや南アフリカで大型案
件の納入が進んだことや、為替
円安の影響もあり、売上高は増
加しました。
販売費及び一般管理費の減少に
より、セグメント利益は増加し
ました。

ベトナムでは官公庁向け大型案
件の納入が進み、マレーシアでも
販売は伸長しました。一方で、イ
ンドネシアでは複数の大型案件の
納入がありましたが販売は伸び悩
み、またタイでは、新型コロナウ
イルス感染症拡大の影響による
物件納期の変更などにより販売が
低迷し、売上高は減少しました。
原価率の改善や販売費及び一般
管理費の減少により、セグメント
利益は増加しました。

新型コロナウイルス感染症拡大
が落ち着きを見せ、中国や台湾
で複数の大型案件の納入が進ん
だことなどにより、売上高は増
加しました。
販売費及び一般管理費は増加し
ましたが、売上高の増加によ
り、セグメント利益は増加しま
した。
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Close Up!

音の専門メーカーの先導役として
社会課題を解決する
当社を取り巻く外部環境は、ここ数年の間に目まぐるしく変化を遂
げています。そこで、より長期的な視点で社会の変化に柔軟に対応
していくため「経営ビジョン2030」を新たに策定し、「Dr. Sound 
－社会の音を良くするプロフェッショナル集団－ になる」を掲げま
した。専門的な知識、知見をさらに磨き、社会のお困りごとの解決
を図りながら、音の専門メーカーとしての先導役を担っていきます。

― 前中期経営基本計画での取り組みと成果
前中期経営基本計画では、従来の売り切り型のビジネスから
「つながるビジネス」への基盤づくりができました。2025年ご

TOPインタビュー

代表取締役社長
竹内 一弘

― 「経営ビジョン2030」に込めた思い
こういった現在の当社の強みである非常用放送設備を中心と
する既存事業について効率化を図りながら、しっかりとシェア
を維持していくことに加え、新規事業にも取り組んでいく2軸
経営が、2030年までの事業展開でベースとなる考え方です。
この2軸経営を進めていくにあたり、音の専門メーカーとして
もっと社会に必要不可欠な存在になりたいという思いを具現
化したのが、「Dr. Sound －社会の音を良くするプロフェッ

ろには新築のマーケットを更新のマーケットが上回るとも言わ
れており、製品を納入した後にもお客さまとつながり続けるこ
とで継続的に価値を提供し、事業領域をいかに拡大していく
かが問われます。例えば、IoTを活用して納入したシステムの
死活監視を行うことができれば、メンテナンスに関するサービ
スビジネスの領域を広げることができます。前中期経営基本
計画ではそのためのサーバー構築などにも取り組み、つなが
るビジネスを広げていくための基盤が整いつつあります。

ショナル集団－ になる」です。
この「Dr. Sound」の“ドクター”には二つの意味を込めていま
す。一つ目がお客さまの抱える問題点を解決するという“医
師”、すなわちコンサルティングとしての役割です。もう一つ
がアカデミックな“学者”、すなわち音がもたらす効果につい
て学術的な裏付けをもとに提示する「音のみえる化」を進めた
いという思いを込めています。例えば、当社では言葉や顔の

表情から感情を理解する研究も進めています。サービス業で
あれば、事前にお客さまの感情を理解すると声の掛け方も変
わってきますし、オンラインで会話をする時の手助けにもなり
ます。これまで当社は一方向のコミュニケーションを得意とし
てきましたが、これからは双方向のコミュニケーションを支え
る事業の構築にも取り組んでいきます。

また、当社が強みを持つ既存ビジネスの有効活用が進みまし
た。全国の建物に設置されている非常用放送設備の中には、

ほとんど使われないまま定期検査だけ行われているものも多
くあります。これらに対して、例えばオフィスの業務効率が上
がるようなBGMを流したり、大きな複合施設のビルであれば
多言語による案内放送を行うことも活用例の一つです。その
ように設置済みのシステムを活かすことで、新たなビジネス
を提案する取り組みも進みつつあります。
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こういった現在の当社の強みである非常用放送設備を中心と
する既存事業について効率化を図りながら、しっかりとシェア
を維持していくことに加え、新規事業にも取り組んでいく2軸
経営が、2030年までの事業展開でベースとなる考え方です。
この2軸経営を進めていくにあたり、音の専門メーカーとして
もっと社会に必要不可欠な存在になりたいという思いを具現
化したのが、「Dr. Sound －社会の音を良くするプロフェッ

― 「経営ビジョン2030」の実現に向けたファーストステップとして
「経営ビジョン2030」のうち、2021、22年度の2年間をフェー
ズ1と位置付けました。まずはニューノーマルの行方を見極め、
次のステップに向けた足固めの時期として、加速する環境変化
のスピードに適応できる組織に変革し、グローバルでの収益力・
競争力の向上と、新たな成長基盤の構築を推進していきます。
2軸経営に向け、マーケティング力を活かした商品の企画開発
の推進とグローバル視点に立った商品の最適化を進め、音響機
器を中心に既存事業の収益力向上を行います。併せて、次世代
コミュニケーションシステムの「遠隔化・集中化」「多様化・自動

ショナル集団－ になる」です。
この「Dr. Sound」の“ドクター”には二つの意味を込めていま
す。一つ目がお客さまの抱える問題点を解決するという“医
師”、すなわちコンサルティングとしての役割です。もう一つ
がアカデミックな“学者”、すなわち音がもたらす効果につい
て学術的な裏付けをもとに提示する「音のみえる化」を進めた
いという思いを込めています。例えば、当社では言葉や顔の

表情から感情を理解する研究も進めています。サービス業で
あれば、事前にお客さまの感情を理解すると声の掛け方も変
わってきますし、オンラインで会話をする時の手助けにもなり
ます。これまで当社は一方向のコミュニケーションを得意とし
てきましたが、これからは双方向のコミュニケーションを支え
る事業の構築にも取り組んでいきます。

化」を推進します。そのために産学官との共創や連携をさらに
深め、新成長分野の探索と創造に取り組んでいきます。
これらの重点施策を進めていく上で、重要な基盤となるのがデ
ジタル環境の整備です。収益拡大のエンジンとなる基幹情報イ
ンフラはもちろんのこと、新たなサービスビジネスやデジタル
マーケティング、さらにはネットワークにつながるさまざまな
商品群からの情報・データを統合する当社デジタルプラット
フォームへの投資も積極的に進めます。

― 環境変化を機会と捉え、「強い個」を育む
昨今の環境変化を、組織力に最も重要なエンゲージメント※1

向上の機会として、自律した「強い個」を育む人材育成にも注力
します。人の力を結集させることができれば、組織はものすご
いパワーを発揮することができます。全員が同じ方向を向いて
仕事をするためには、会社の方向性をしっかりと従業員と共有
することが重要です。デジタルツールなども日頃からより積極
的に活用し、充実したコミュニケーションをとっていきます。

そして「この会社では自分のやりたいことができる」と感じても
らい、企業内起業を志すほどの従業員が次々と出てくることを
期待しています。そのような「強い個」を育んでいくためには、
ハッカソン※2やピッチイベント※3等に参加し、積極的に他社の
方と接しながら自分の力を試す経験が必要であると思います。

音の
コンサルティング

・音の困りごと解決
・最適な情報伝達
・エバンジェリスト活動

・アカデミックな要素
　（心理学、脳科学）
・エビデンス、
　相関性の解析

音のみえる化

五感を含めた音の
可能性の追求

［経営ビジョン2030］

－社会の音を良くするプロフェッショナル集団－ になる
Dr. Sound

産学官との共創や連携を深める産学官との共創や連携を深める 情報インフラの整備
サービスビジネス、デジタルマーケティング、
デジタルプラットフォームへの投資

人材育成
自律した強い個を育む

人材育成に注力
組織力に最も重要な
エンゲージメント向上

※1  従業員の会社に対する愛着や思い入れ。
※2  ソフトウエア開発者が一定期間集中的にプログラム開発などの共同作業を行い、その技能やアイ
　　 デアを競う催し。
※3  複数の企業が、短時間で自社製品やサービスを紹介する催し。
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編集後記 今回の株主だよりでは、トップインタビューを通じて新しい経営ビジョンを中心に、音への課題や価値に対して、
今後どのようにアプローチしていくのかをお届けしました。これから社会の様々な立場にあるステークホルダーの

皆さまと、社会課題の解決や新たな価値の創造を進めてまいります。そのような「共創」の取り組みも今後ご紹介していきます。内田

連結財務諸表の概要

（注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

売上高
売上原価
売上総利益
販売費及び一般管理費
営業損失（△）
営業外収益
営業外費用
経常損失（△）
特別利益
特別損失
税金等調整前四半期純利益又は
税金等調整前四半期純損失（△）
法人税等
四半期純損失（△）
非支配株主に帰属する四半期純利益
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）

8,275
4,691
3,583
3,635
△52
69
37
△19
19
―
0
87
△87
17

△104

8,460
5,001
3,458
3,745
△286
94
121
△313
―
11

△324
49

△373
4

△378

前第1四半期 当第1四半期
2021年4月 1 日～
2021年6月30日

2020年4月 1 日～
2020年6月30日

四半期純損失（△）
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金
為替換算調整勘定
持分法適用会社に対する持分相当額
退職給付に係る調整額
その他の包括利益合計
四半期包括利益
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益
非支配株主に係る四半期包括利益

△373

215
△648

0
3

△429
△803

△631
△171

前第1四半期 当第1四半期
2021年4月 1 日～
2021年6月30日

2020年4月 1 日～
2020年6月30日

資産の部
　流動資産
　固定資産
　資産合計
負債の部
　流動負債
　固定負債
　負債合計
純資産の部
　株主資本
　その他の包括利益累計額
　非支配株主持分
　純資産合計
負債純資産合計

36,118
22,945
59,064

6,389
5,678
12,067

39,335
5,731
1,930
46,996
59,064

36,322
22,250
58,572

6,759
5,447
12,207

39,790
4,611
1,962
46,365
58,572

当第1四半期前　期
2021年6月30日

現在
2021年3月31日

現在

△87

546
736
0
△6

1,275
1,188

1,015
173

単位：百万円 単位：百万円 単位：百万円第1四半期連結貸借対照表 第1四半期連結損益計算書 第1四半期連結包括利益計算書

科　目 科　目科　目

― SDGsの理念「誰一人取り残さない」ための当社としての役割
この度策定した「経営ビジョン2030」は、同じ2030年をター
ゲットとし、さまざまな社会課題の解決を目標に持つSDGsの
考え方とも重なるものです。特に、SDGsが掲げる「誰一人取
り残さない」という基本的な考え方は、当社の避難誘導放送
設備や次世代防災用スピーカーの開発にかけてきた思いとま

さに一致します。グロー
バルの視点でも、インド
ネシアの津波警報システ
ムやベトナムのダム放流
警報システムなど、人命
を預かるシステムの引き
合いと受注が相次いでい

ます。今後、当社の役割はさらに重くなっていくと考えます。
人々の命を守るという当社の本業がSDGsに貢献できることは
多く、全17の目標の中でも、「4．質の高い教育をみんなに」
「11．住み続けられるまちづくりを」「12．つくる責任つかう
責任」「13．気候変動に具体的な対策を」の4つの目標が、当社
に大きく関わってくると考えています。さらなる成長と持続的
な企業価値向上のため、ESG（環境、社会、ガバナンス）を含
め、統合的な視野で社会的責任を果たし、これからもステーク
ホルダーの皆さまのご期待に応えられるよう、対話をさらに深
めながら企業活動に取り組んでまいります。
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〒650-0046  神戸市中央区港島中町七丁目2番1号
Tel：（078）303－5620（代）
https://www.toa.co.jp/ （日本語サイト）
https://www.toa.jp/ （Globalサイト）

ユニバーサルデザイン（UD）の考え方に
基づき、より多くの人に見やすく読みまちが
えにくいデザインの文字を採用しています。

証券コード 6809




